
【熱海地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-82-3111 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6034711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5991011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 6014311 各種保険： 労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6015611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-4286 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6023611 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 045-942-4930 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14150-17579811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5970711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22050- 5976311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5955211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5959311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5988711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-46754211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-46764011 各種保険： 労災 月平均 

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

時給 (2)17時00分～20時00

950円～1,300円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

飲食店（ホールス
タッフ・調理補助）

ホールスタッフ
・お客様のご案内、接客業務　
・オーダー取り　
・お料理やドリンクの配膳　
・食器やグラスの片づけ
・ドリンク作成、簡単な調理補助、洗
い物　

パート労働者 交替制あり 株式会社宝亭
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市銀座町５－１０

2

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務
となります。　　　　　　　ご利用に
なられたお部屋を元の状態に戻し、新
たにご宿泊されるお客様に快適にくつ
ろいでいただくのが主な業務となりま
す。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 訪問介護での勤務経
験者優遇1,000円～1,200円

又は8時00分～18時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

3

介護職（訪問介護） サービス付き高齢者向け住宅（ぽっか
ぽか熱海館２号館）の５階に併設して
いる訪問介護事業所に所属。
・入居者及び外部利用者の食事、入
浴、排せつ等の身体介助
・入居者及び外部利用者の掃除、洗
濯、調理の生活援助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 居宅介護支援事業所
での経験1,400円～1,600円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

4

介護支援専門員
（パート職）

居宅介護支援事業所（ぽっかぽか・
ハートケア熱海）での介護支援専門員
業務全般
・サービス付き高齢者向け住宅（併
設）の入居者様、ご家族の介護相談業
務
・ケアプランの作成業務

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,150円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

5

干物、名産品販売 ＜干物・名産品販売業務＞
・干物、乾物などの名産品販売
・商品の陳列、袋詰め作業
・イートインスペースの簡単な調理
※自社製のこだわりの干物を中心に、
塩辛・梅干し・かまぼこ
・乾物などの名産品、お土産物を販売

パート労働者 交替制あり 有限会社　魚とや
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～16時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町３－１１

6

施設清掃員／熱海市 熱海市内にあるライフケア施設内の共用部及び入居者様の居室内の清掃作業。パート労働者 交替制あり 株式会社　創美
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

950円～950円

静岡県熱海市梅園町２２－５０

熱海駅から伊豆箱根バス　梅園停
留所　下車徒歩１０分

7

客室清掃 客室清掃並びに共用トイレ掃除をお願いします。パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

8

調理師または栄養士 ・調理の実施（アレルギー児に対する
調理）
・給食材料の購買及び受払に関する事
項
・市からの献立指示をもとに献立表を
作成等

パート労働者 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

925円～925円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

9

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課市民室の業務に関する事務補助（主として窓口業務）パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～17時15分

日給

952円～952円

静岡県熱海市中央町１番１号

10

（請）病院事務当直
（熱海市）

病院事務当直のお仕事です。

主な仕事内容は、

・夜間救急外来受付
・電話応対
・建物巡回

パート労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時30分

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀４７７

11

（請）ホテルの客室
清掃

ベットメイキング
床掃除機がけ
トイレ・洗面台の清掃
備品補充　　　　　　他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～17時00

1,400円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山

12

【熱海ひかり】専門
的支援スタッフ（心
理学科卒）

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

パート労働者 交替制あり ４年生大学心理学科
卒の方

特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

時給 (2)13時00分～17時00

1,300円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

13

保育士【熱海ひか
り】

・法人が運営する通所施設で知的障害
児の放課後等デイサービス
　（児童福祉法による）を提供してい
ます。

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子ども達が安全に楽しく

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

静岡県熱海市清水町１８－３

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
ハローワーク三島　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　電話　055-980-1300
ハローワーク伊東　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　電話　0557-37-2605
熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
伊豆市地域職業相談室　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　電話　0558-74-3075

1/4



【熱海地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5913811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5914211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5916411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5872111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5875211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5879311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5881711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7762 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5883211 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5897611 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-0089 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5789411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5792111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5796511 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5840811 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)9時30分～18時30分

950円～1,000円 (3)15時00分～22時00
又は12時00分～21時00

14

予約電話受付補助 会員制リゾートホテルの宿泊予約の電
話を受ける業務です。
・お客様からの予約電話の対応
・予約システムによる予約状況の確認
・お客様の予約データ入力
・宿泊客からの内線電話対応
・ルームサービス等接客対応

パート労働者 交替制あり 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時30分

時給 (2)12時00分～21時00

1,050円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

15

フロントスタッフ 【フロント業務全般】
・ロビーでのアテンド業務
・チェックイン対応
・事務所内での電話対応
・予約システムによる予約状況の確認
・お客様の予約データ入力
・宿泊客からの内線電話対応

パート労働者 交替制あり 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時30分

時給 一般事務・人事事務
の経験者920円～920円

又は9時00分～17時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

16

一般事務他 ・一般事務（パソコン入力等）
・庶務業務（備品管理等）
・人事事務（社会保険等の手続き）
・電話対応
・受付対応
・湯茶接待
・事務所等清掃

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　７階

17

デイサービススタッ
フ

利用者さんの送迎・清潔ケア・食事の
補助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

18

訪問介護スタッフ 食事・入浴・排泄などの介助及び掃除・洗濯・着替え等の自立支援を行います。パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

2,000円～2,400円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

19

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関と
の連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相
談や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,300円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

20

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医
療処置を看護師が行う際の介助をして
いただきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲
は熱海市周辺です。訪問ではバンを運
転します。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 飲食店におけるホー
ルスタッフ
調理場勤務・調理補

1,000円～1,000円
又は17時00分～22時00

静岡県熱海市青葉町３番１１号

21

飲食業（ホールス
タッフ、調理補助）

飲食店におけるホールスタッフ
調理補助が出来れば尚良し

パート労働者 交替制あり 株式会社清まるフーズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給 接客経験必須。

1,000円～1,100円
又は8時00分～17時45

静岡県熱海市銀座町８－９對木ビル１Ｆ

22

駐車場スタッフ ホテルから駅または外部駐車場までの
お客様の送迎。
（シャトルバス・ハイエース）
ホテル隣接駐車場での誘導及び案内。
社有車の清掃・管理。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

23

作業員（アルバイ
ト）

しいたけの大径木の移動（重労働のた
め体力を要します）
しいたけのホダ木（１ｍ程度）を枠に
つめたりする作業
ホダ木がなくなり次第作業終了

勤務日：１９日（火）～２０日

パート労働者 徳田椎茸園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 清掃経験

913円～913円

静岡県熱海市伊豆山１１３０－６

24

（請）日常清掃 日常清掃（家庭用掃除機、モップ等を
使用しての作業です）
・玄関ホール
・廊下、階段
・洗面所
・トイレ
・食堂

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)13時00分～15時30

時給 (2)9時30分～18時30分

964円～1,125円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市上宿町１４－１５
熱海税務署

25

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

・学研グループの介護事業の会社とし
て
　全国でグループホーム等３００拠点
以上を展開。
・学研グループならでは、グループ
ホーム専門会社なら
　ではの教育・研修体制がございま

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給

920円～920円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

26

店舗販売業務および
配達

・来店されたお客様への接客
・お買上いただく商品のレジ打ち
・野菜や果物等の袋詰めや値打ち
・商品の品出し
・電話注文を受けた商品の品揃え
・お買上いただいた商品や電話注文で
受けた商品の配達

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階
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【熱海地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-204-4000 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-23686511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-23721111 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-54176511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3837-3733 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13030-13570111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3837-3733 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13030-13571711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5760811 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5696111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5700111 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5702811 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5726911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5798011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-6911-3010 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-60193511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14010-45191211 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,000円～1,000円27

（請）マンション管
理員／熱海市

マンションの管理員業務を行っていた
だきます。

・受付、窓口業務
・報告連絡業務
・伝票入力
・掲示物作成等　※基本的なパソコン

パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,090円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山７４２
熱海アビタシオン

28

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗し

パート労働者 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

930円～1,000円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

29

調理補助パート
（請）／熱海市

病院における食事サービス提供業務
調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・清掃
などをお任せします。

仕事内容の詳細については、面接時に
事業所担当者から説明があります。
また、分からないこと、確認したいこ

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,200円～1,400円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

30

熱海市／除草作業・
軽作業スタッフ

当社の別荘地施設での軽作業になりま
す。

＊敷地内の破損箇所の簡単な修理
＊除草作業　など

パート労働者 株式会社　山下商会
雇用期間の定めなし

時給 動物業界の経験があ
る方尚可1,000円～1,000円

又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０８４－１７３（当社施設）

31

熱海市／飼育スタッ
フ


＊成犬や子犬のお世話（給餌、シャン
プー等）
＊整理整頓、清掃作業　など

パート労働者 交替制あり 株式会社　山下商会
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円
又は8時30分～18時00

静岡県熱海市熱海１７４０－９５（当社施設）

32

洗濯担当 入居者等１００名程度の日常使用の衣
類・バスタオル等の洗濯物を業務用の
洗濯機で洗濯し、業務用の乾燥機で乾
燥させます。
洗濯終了後の衣類をたたみ、各居室へ
もっていき収納庫に収納します。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,200円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

33

定時制昼日勤タク
シー乗務員

昼日勤務定時制乗務員の求人です
お客様を安全と安心で目的地まで
お送りする仕事です
年金受給者の社員も多く働いています
全車ナビ及びクレジット決済機付き
月１５日程度働けます


パート労働者 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桜木町７－６

34

調理補助 ミクラスダイニングの調理場での調理補助　～　急　募　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・簡単な盛り付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　調理された料理を指示されたお皿に盛りつけます。　　　　・簡単な下ごしらえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　お野菜のカットなどをお願いします。　　　　　　　　　　　　　難しいことはありませんので、すぐに慣れます。　　　　　・食器類の洗いもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　食器洗浄機があるからカンタン　　　　　　　　　　　　　　　　洗い終わった食器は、専用の棚に収納をお願いします。　　・その他パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～13時00分

時給 接客の経験

1,000円～1,100円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

35

料飲サービス ミクラスダイニングでの接客業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○レストランでのお料理・お飲み物の提供　　　　　　　　　　　○テーブルセッティング・準備　　　　　　　　　　　　　　　　○施設内案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○観光案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○その他お客様のご滞在中にかかわること　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は7時45分～11時45

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

36

調理師または栄養士 ・調理の実施（アレルギー児に対する
調理）

パート労働者 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給

964円～1,065円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

37

夜勤専門スタッフ
（熱海市）　認知症
高齢者グループホー
ム

・学研グループの介護事業の会社とし
て
　全国でグループホーム等３００拠点
以上を展開。
・学研グループならでは、グループ
ホーム専門会社なら
　ではの教育・研修体制がございま

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～10時00

時給 (2)10時00分～19時00 集団調理経験

1,300円～1,400円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

38

調理スタッフ（有
料）／静岡県熱海市
≪紹介予定派遣≫

有料老人ホーム厨房内での調理業務で
す。
配膳・下膳・盛り付け・カット・洗浄
等をお任せします。

★定員９７名
★２００３年８月１日開設

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

時給

1,100円～1,500円

静岡県熱海市
※詳細は窓口にお問い合わせ下さ
い。

39

営業サポート事務
（営業事務）／ラス
カ熱海店

＜店舗の「顔」として明るく丁寧な接
客を＞
営業社員のサポート業務をお任せいた
します。
★未経験でも安心のサポート体制が
整っています。


パート労働者 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
ロイヤルリゾート株式会社　ラス
カ熱海店
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【熱海地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 3人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5662911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7573011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7613311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-86043211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040-86050711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-1600 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5572311 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-85-1010 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5588411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 5609411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5624511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 59人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052- 1904511 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 03-6204-2568 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-81980911 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-58550011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5519211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

913円～950円40

（請）マンション日
常清掃

・マンション共用部（玄関・廊下、階
段等）の清掃です。
・浴場（男女）の清掃もあります。
・家庭用掃除機、モップ等を使用して
の清掃となります。



パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,300円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀９ー８
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接客／パート／熱海
月右衛門（熱海市）

旅館の接客業務全般を行って頂きま
す。
＜主な仕事内容＞
・フロント対応（チェックイン、
チェックアウト）
・電話応対
・お料理の配膳、サービス（お食事処

パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～22時00 経験者優遇

1,000円～1,200円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１－５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

42

調理補助／パート／
熱海月右衛門（熱海
市）

お客様の夕食・朝食における簡単な調
理補助業務です。

＜主な仕事内容＞
・食材の仕込み
・料理の盛り付け　など


パート労働者 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験1,140円～1,210円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

43

訪問介護ケアスタッ
フ／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
サービス内容は、大きく分けて以下の
２つ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

1,330円～1,370円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

44

訪問介護／サービス
提供責任者／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
ヘルパーとしての訪問介護の実務に加
え、以下業務を担当します。

パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護
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配膳係 ＊化粧品会社の保養所です。

・未経験者の方でも出来るお仕事です

・お客様への食事の提供と準備
　　（食器の準備、片付けと配膳）


パート労働者 ロイヤル化粧品株式会社　熱海ニュー美松
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)8時30分～16時30分 トリミングの経験必
須2,000円～4,000円

又は9時45分～15時25

静岡県熱海市水口町２丁目１６－６６

46

トリマー講師 【ペットビジネス学科の講師募集】
・トリミング実習・造形デッサン演習
の授業
・教授経験が無くても大丈夫！若い職
員も活躍している学校です
・ご自身の知識とスキルと人柄・熱意
が学生の未来を拓きます

パート労働者 学校法人　高村育英会
国際ペットビジネス専門学校熱海校雇用期間の定めなし (1)13時00分～15時25

その他 診療所、介護施設で
の看護業務1,725円～1,925円

静岡県熱海市春日町２－９　第二ビル５階

47

看護師 施設内診療所及び法人ホーム施設の夜
勤専従看護師として下記の業務を行い
ます。
・看護業務
・医師との連絡調整
・上記内容に附帯する業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時30分

その他

1,268円～1,376円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
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ナイトフロント ナイトフロントとして、下記業務を担
当していただきます。
・緊急コール対応
・フロント業務（１７：００～２２：
００、翌朝４：００～９：００）


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,260円～1,520円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
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ホームヘルパー ホームヘルパーとして高齢者のお宅を
訪問します。
居宅での調理・食事・排泄・入浴等の
支援を行います。

★サービス提供責任者が、
　仕事に慣れるまでは同行しますので

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

915円～950円

伊東市・熱海市全域の高齢者宅
※本人のご希望を考慮します。
（事務所には寄らず直接ご利用者
様のお宅へ伺い、終了後は自宅へ
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旅館客室清掃スタッ
フ／大江戸温泉あた
み

旅館での裏方業務です。
・ベッドメイク
・布団上げ、布団敷き
・アメニティ補充
・掃除機がけ
・その他　付随業務


パート労働者 ケービックス東京　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ
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清掃／熱海荘 ・客室、共有部分の清掃（客室１２
室）
・未経験の方も丁寧に指導します。

パート労働者 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

2,000円～2,800円

静岡県熱海市海光町７－６４
東京都報道事業健康保険組合　熱
海荘
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看護師（正・准） 介護付き有料老人ホームでの看護業務
全般
・入居者様の健康管理、服薬管理、処
置など
（入居者約６０名）
・往診Ｄｒの対応

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１
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